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 あけましておめ
でとうございま
す。皆様、健や
かに新年をお迎
えのことと心か
らお喜び申し上
げます。

 旧年中は、商工会の皆様方に
は多大なるご支援、ご協力をい
ただきました。特に、昨年は長
崎がんばらんば国体、長崎がん
ばらんば大会が開催され、皆様
のご協力により盛会に終了する
ことができました。厚くお礼申
し上げます。
　さて、西そのぎ商工会は、こ
れまで商工業及び地域社会の発
展のために、経営改善普及事業
を中心として取り組んでこられ
ました。本年も継続した取り組
みをなされ、各事業所並びに西
そのぎ商工会がますます発展さ
れ、地域発展の推進役としてご
活躍されますことを期待してお
ります。本町におきましても、
各産業団体との協働をお願いし
ながら、行政運営を行っていき
たいと思っております。今後と
も更なるご協力をいただきます
ようよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、皆様の
ご健勝とご多幸を祈念申し上
げ、新年のごあいさつといたし
ます。

　

時津町長時津町長
吉田  義德吉田  義德
時津町長

吉田  義德

新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて迎迎迎
春春

 新しい年２０１５
年が始まりまし
た。皆様には、
穏やかな新年を
迎え、希望に満
ちておられると
思います。

　商工会も皆様からご支援いた
だき、新年を迎えることができ
ました。感謝申し上げます。
　昨年は、円安・原油安と外部
環境の変化に伴い、収益増加企
業と減少企業が顕著な、まだら
模様の経済でありました。
　このような中、要望活動を続
けていた小規模企業振興基本法
が昨年６月成立しました。これ
による小規模事業者への支援強
化を期待するところです。
　さて、本会では、儲ける企業
づくり、儲ける地域づくりをテ
ーマに、ビジネスマッチング、
まちゼミ、障がい者雇用プログ
ラムなど新規事業を実施しまし
た。併せて、うぉっちんぐ等の
情報ツールも、会員の皆様の顔
が見えるように編成しました。
　商工会は、会員の皆様が主役
です。商工会は、会員企業の持
続的発展のため支援を更に強化
します。
　結びに、企業のご繁栄と皆様
のご健勝をご祈念し、新年のご
あいさつといたします。

　新年明けまし
ておめでとうご
ざいます。会員
の皆様には、平
成２７年の輝かし
い新春をお迎え
のことと心より

お慶び申し上げます。  
 また、平素より町政運営につ
きまして、ご支援とご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は「長崎がんばらんば
国体」・「長崎がんばらんば
大会」という大きな事業を皆
様と共に実行し、成功裡に終
了できましたことをまずもっ
て感謝し、御礼申し上げます。
　昨年末には衆議院選挙が行
われ、国は経済対策を一層進
めていくとされております。
　そのような中、長与町とい
たしましては、低金利融資や
商品券発行事業などを行い、
商工業者の皆様の経営支援に
努めてまいりました。今後と
も、商工会との更なる連携を
図り、商工業の振興に積極的
に取り組んで参りたいと存じ
ますので、皆様のなお一層の
ご指導、ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びに、皆様のご多幸とご
健勝をご祈念申し上げ、新年
のごあいさつといたします。
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確定申告の準備はお早めに！確定申告の準備はお早めに！確定申告の準備はお早めに！

　本会では、確定申告の事務受付を１月２３日
(金)から始めます。
　税務相談所会員の皆様には、送付済の「決算
準備表」及び書類の整備をお願いします。ま
た、消費税率引き上げに伴い適用される税率(旧適用される税率(旧
税率税率５％・新税率％・新税率８％)毎に区分する必要があり％)毎に区分する必要があり
ます。ます。契約書等の確認資料をご持参ください。
　電子申告をご利用の方
は、税務署から確定申告書
用紙の代わりにお知らせハ
ガキが送付されますので、
紛失しないようご注意くだ
さい。

住民税 特別徴収の
完全実施について
住民税 特別徴収の
完全実施について

　平成２７年度から従業員の個人住民税の特別徴
収(給料からの天引き)が完全実施されます。
　但し、各市町村が定める理由に該当する方
は、普通徴収(従業員本人が納付)の適用が可能
です。

 　　  普普通徴収の適用が可能な理由(例)通徴収の適用が可能な理由(例)

　１.他から支給される給与から個人住民税が
　　 差引きされている
　２.給与が不定期で、毎月支給されていない
　３.専従者
　４.退職者又は、平成２７年３月３１日までに
　　 退職予定の者

　※普通徴収の適用は市町村によって取扱い市町村によって取扱い
　　が異なります　　が異なりますので、ご注意ください
　
　普通徴収の適用を受けたい方は「理由書」の
提出等、各市町村の定める処理が必要です。

注意注意：特別徴収が適用される従業員の入退社
　　　があった場合手続きが必要となります。

長崎西彼地区商工会長崎西彼地区商工会

女性部全体講習会終了女性部全体講習会終了
長崎西彼地区商工会

女性部全体講習会終了

「まちゼミ in 西そのぎ」 終了「まちゼミ in 西そのぎ」 終了「まちゼミ in 西そのぎ」 終了

「まちゼミ」とは？「まちゼミ」とは？
　　お店の方が講師となって、専門知識やプ
　ロのコツを無料で学ぶ少人数制のミニ講座。
　　全国各地で実施されている「お客さま・
　お店・地域」が良くなる「三方良し」の商
　店活性化事業。

　１２月１４日(日)、
長崎ロイヤルチェ
スターホテルにお
いて、標記講習会
を開催。地元開催
でもあり、本会か
らも多数参加。
　初めに、長崎大
学男女共同参画推進センター長・伊東昌子先生
から、「仕事と生活(介護)の両立について」と
題して、女性の社会進出の増加に伴い仕事と育
児や介護、趣味等といった仕事以外の生活との
調和を図り、充実させることの大切さについ
て、先生の経験も交えてご講演いただきまし
た。続いて、長崎南商工会の大宮喜美子さんか
らは、地域貢献事業の一環として特産のびわの
種を使った商品化や、地区内小学校への花の寄
植え寄贈など、女性部活動の事例についての発
表。参加者一同、熱心に聞き入っていました。
　終了後の交流会では、本会及び三重商工会の
余興の披露で盛り上がるなど、盛会のうちに終
了しました。

　今年度、新規事業と
して取り組んだ「まち
ゼミ」。「まちゼミの
伝道師」松井洋一郎氏
による３回の事前指導
を経て、１１月２２日(土)
～１２月１９日(金)の約
１ヶ月間、１５事業所で
全１９講座を開講しました。
　それぞれのお店でお客様がすぐに使えるノウハ
ウを実演。多数の申し込みがあり、人気講座では
キャンセル待ちも発生しました。ゼミは１回１時
間程度行われ、店主とお客様の間では積極的なコ
ミュニケーションが取られていたようです。
　お客様のアンケートの中では、「無料なのに充
実していた」、「家ですぐやってみたくなった」
など、満足度の高い感想をいただきました。参加
された店舗からも、「お客様に喜んでいただけた
ので、またやりたい」という意見がありました。
　今回の結果を次回に活かすため、２月３日(火)
に「まちゼミ報告会」を開催予定。
　興味のある方は、ぜひご参加ください。

       「       「まちゼミin西そのぎ」報告まちゼミin西そのぎ」報告会

　と　きと　き　平成２７年２月３日(火) １５：００～

　ところところ　西そのぎ商工会 長与支所

      　　２階研修室
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時津町長との意見交換会終了時津町長との意見交換会終了時津町長との意見交換会終了

　平成２７年新春交流会を開催します。
　時津町及び長与町の町長をはじめ行政機関や
関係団体等の方々も出席されます。
 ビジネス拡大の場として、会員皆様の多くの
参加をお待ちしています。
 参加ご希望の方は、大至急大至急「電話」又は「ファック
ス」で、事務局までお申し込みください。

  と　きと　き　　平成２７年１月１５日（木）１８：００～

  ところところ　　長崎ロイヤルチェスターホテル

  会　費会　費　　５,０００円

商工会役員活動報告商工会役員活動報告商工会役員活動報告

新春交流会のご案内新春交流会のご案内新春交流会のご案内

　１２月１５日(月)、時津町長及び幹部職員７名と
時津地区地域振興委員会に時津地区の役員を加
えた１１名が「時津町を良くするために」をテー
マに、意見交換をしました。商工会からの意見
要望に対して町が回答する形式で行われまし
た。主な協議内容は以下のとおりでした。

　１.１.交通渋滞対策と道路整備の問題交通渋滞対策と道路整備の問題

　２.　２.商業問題・プレミア商業問題・プレミアム商品券商品券　　　

　３.　３.健康診断事業の検討健康診断事業の検討　　

　４.　４.障がい者雇用障がい者雇用　　　

　５.　５.会員増強支援会員増強支援

　商工会役員は、どんな活動をしているのかと
のご質問が会員の皆様から寄せられています。
　年頭にあたり、直近１年間の状況を踏まえご
報告します。役員は、会長１名・副会長２名・理
事２１名・監事２名の計２６名が総会で選任されて
います。
　主な活動等は以下のとおりです。

　１.１.商工会法・定款・規程商工会法・定款・規程による役割による役割
　　　会長は、商工会業務全般を指揮監督し
　　ます。副会長、理事は会長を補佐します。
　　監事は、独立して、業務・会計を監査し
　　ます。会長の業務執行は、予め総会、理
　　事会で決めた規定に基づいて行われます。
　２.２.具体的な活動具体的な活動
　　　会長の主な活動は、①各種会議の開催　
　　②イベントの開催 ③他団体等の会議出
    席・イベント出席 ④新規商工会員加入
　　促進 ⑤商工貯蓄共済加入促進 ⑥決裁事
    務等、務めを果たすため年間約１３０回を
　　要しています。
　　　他の役員も、①理事会の審議 ②イベン  
　　トの開催 ③新規商工会員加入促進 ④商
　　工貯蓄共済加入促進 ⑤新春交流会の参
　　加者募集等、平均年間約１２回程度を商工
　　会の仕事に充てられています。
　３．報酬３．報酬
　　　以上の活動を行っていますが、役員に
　　対する報酬は、定款により無報酬となっ
　　ています。その中で活動されている役員
　　にもご支援をお願いします。

３商工会が３商工会が
安心安全まちづくり共同宣言安心安全まちづくり共同宣言

３商工会が
安心安全まちづくり共同宣言

　本会と琴海
商工会・三重
商工会が、年
末から新年に
かけて防犯と
交通安全運動
を展開し、
「安全で安心して暮らせるまちづくり」の実現
を目指すことを共同宣言しました。
　１２月１２日(金)、時津警察署で、同署長に３
商工会長から宣言文を手渡し、安心安全な地域
づくりに向けて協力していくことが確認されま
した。

　商工会では今後も行政との情報共有や連携を
強化しながら、地域の振興発展や会員事業者の
経営改善に寄与する事業を展開していきたいと
思います。
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(平成２ ６年１２月１０日現在)

　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.30～2.70％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.35％

県創業バックアップ資金  　　2.00％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県経営安定資金（長期資金）  　2.30％以内

Page 4 

　長与中央市場でお店をかまえて、３４年目
です。毎日新鮮な青果を提供しています。
　特に、手作りの漬物は、口コミで美味し
いと評判です。毎週月曜日には、７～８種類
の漬物をご用意しています。
　他にも、煮物・
豚汁・シチュー
等、調理別のカッ
ト野菜はとても便
利だと喜ばれてい
ます。この機会に
ぜひ、お店にお越
しください。

「マル経融資」申込みに係る金融「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）審査会の開催について（お知らせ）
「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）

 住　　所住　　所　 　時津町左底郷７６－３

 ＴＥＬ／ＦＡＸＴＥＬ／ＦＡＸ　 （８８２）０１４８/（８８２）１５１８

 営業時間営業時間　 ９：００～１９：００

 定 休 日定 休 日　 １/１～１/３のみ(本店)

　「とぎつプレミアム商品券」の販売から、
４カ月が経過しました。
　年始は、お買い物(お年玉)や飲食(新年会)
など、購買機会が増える季節です。お得意様
はもとより、新規のお客様、過去お得意様で
あった方など、ご来店の機会を増やす絶好の
チャンスです。
　商品券ご利用のお客様へ割引やポイント○
倍セール、抽選会の実施など、お店独自の特
別企画を工夫し、実施されてみてはいかがで
しょうか？必ず効果があがると思いますよ。
　なお、商品券の有効期限は２月１日(日)まで日(日)まで
です。

竹 野 商 店竹 野 商 店竹 野 商 店㈲ふじやクリーニング㈲ふじやクリーニング㈲ふじやクリーニング

真空パックでコンパクトに真空パックでコンパクトに！真空パックでコンパクトに！ 新鮮で旬な食材を提供します新鮮で旬な食材を提供します！新鮮で旬な食材を提供します！

とぎつプレミアム商品券とぎつプレミアム商品券

有効期限は２月１日（日）です有効期限は２月１日（日）です
とぎつプレミアム商品券

有効期限は２月１日（日）です

（１２月受付分）

　　事業所名 　事業所名 　　代表者名　　　業　種　代表者名　　　業　種　　地区地区

  グロー・テクノ　      山下 典嗣  電気通信工事 　長与

  　　第１回 　　　　　第２回

　１月審査会　　１月　７日（水）　 １月１９日（月）

　申込期限　締め切りました 　 １月　９日（金）

　２月審査会　　２月　２日（月）　 ２月１６日（月）

　申込期限　 １月２３日（金）　 ２月　６日（金）

　毛布、布団、衣類等がクリーニング店で
真空パックにできる事をご存知ですか？
　当店では、クリーニング後、ご希望によ
り真空パックを行ってます。ダニ、カビの
侵入や湿気を寄せ付けず、コンパクトに収
納でき、大変便利
です。また、お急
ぎの時のその日仕
上げも可能です。
　日曜、祭日も営
業してますので、
お気軽にご相談く
ださい。

 住　　所住　　所　 　長与町嬉里郷４５６－２６

 Ｔ　　Ｅ　　ＬＴ　　Ｅ　　Ｌ　 （８８３）６１１５

 営業時間営業時間　 ８：００～１８：００

 定 休 日定 休 日　 日・祝日(正月 １/１～１/４)

国民年金基金のご紹介国民年金基金のご紹介国民年金基金のご紹介

　国民年金基金は、国民年金に上乗せして加
入する公的な個人年金です。

 １.国民年金加入者国民年金加入者の方が加入できます
 ２.掛金は全額「社会保険料控除社会保険料控除」の対象で、
　 所得税・住民税の優遇を受けられます
 ３.受け取る年金は「公的年金等控除公的年金等控除」の対象
　 です

お問合先：長崎県お問合先：長崎県国民年金基金国民年金基金
　　　　　　　　　　　　　　 ℡ ℡ ０１２０ - ６５ - ４１９２(ローゴ ヨイクニ)０１２０ - ６５ - ４１９２(ローゴ ヨイクニ)
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